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午前１０時３０分 開会 

○佐々木農林水産副大臣 それでは、本日はご多忙中、また急なお願いにもかかわらずお集ま

りをいただきまして、誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまから第２

回緊急時の食料安全保障に関する関係府省会合を開催いたします。 

 この会合の司会進行は私が務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず初めに、本会合の本部長であります郡司大臣は、本日所用のため欠席いたしますので、

御了解お願いを申し上げます。 

 なお、本日の会合は11時30分までには終了することを予定しております、また、本日の会合

は公開となっております。配付資料、議事概要及び議事録はホームページに掲載される予定で

すので御了解頂きたいと思います。 

 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず、私から一言ごあいさつ申し上げます。改めまして、本日はご多忙中お集まりいただき

まして誠にありがとうございます。食料安全保障はまさに危機管理の象徴であると思ってござ

います。安定的に食料を供給していくということは国の基本的な責務であります。このため、

緊急事態が発生した場合であっても、国民に対して食料の安定的な供給を確保する必要があり、

そのためには政策を担う農林水産省と関係府省が協力して総合的に施策を展開する必要がござ

います。 

 このため、食料の安定的な供給を確保するために必要な施策を府省横断的に検討するための

場として本会合を設置し、不測時の食料安全保障マニュアルの見直しについても本会合におい

て議論をいただいているところであります。前回の会合では局地的・短期的な緊急事態に関す

る指針の骨子素案を基に御論議をいただきました。その際の御論議を踏まえ、局地的・短期的

な緊急事態の対処につきましては、局地的・短期的事態編として指針案を作成いたしました。

現行の不測時の食料安全保障マニュアルの部分につきましてもタイトルなども含めまして必要

な修正を行いました。本日はこの指針案をもとに御論議をいただきたいと思います。 

 なお、今後は本日の御論議を踏まえ適宜修正させていただき、修正した案文につきましては

追って皆様に御確認をいただきたいと思いますが、場合によっては改めて皆様にお集まりをい

ただくのではなく、事務的に確認頂きたいというふうに思っております。 

 本日は実効性のある指針となりますよう活発な御論議をお願い申し上げます。 

 カメラはここで御退席をお願いいたします。 

（プレス退室） 
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○佐々木農林水産副大臣 それでは、担当の大臣官房食料安全保障課長から資料の説明を行い

ます。 

○太田食料安全保障課長 食料安全保障課長の太田でございます。よろしくお願いいたします。

恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。 

 資料が１、２、３とございます。最初に資料１で概要を説明させていただきたいと存じます。

資料１は、横長の不測時の食料安全保障マニュアル見直しのポイントというものでございます。

この食料安全保障マニュアルは、平成14年３月に決定をして作成をしたものでございます。今

般、震災・原発事故の教訓を将来に生かすという観点から、局地的・短期的事態編というもの

を追補のような形で追加し、また食料の安定供給に影響を与える可能性のある不安要因、いわ

ゆるリスクでございますが、これの洗い出しや国際的な連携など、平成14年から変わったこと

につきまして今日的な見直しを行い、緊急事態食料安全保障指針として再編をするという案で

ございます。 

 下のほうに局地的・短期的事態と全国的・中長期的事態とございます。上にあります局地

的・短期的事態が今回の震災・原発事故の教訓を将来に生かすというものでございます。これ

は大きく平素からの取組と局地的・短期的事態における対策の２本立てになります。平素から

の取組は食品産業事業者における事業継続計画、いわゆるＢＣＰの策定、それから緊急時にお

いてその各企業のＢＣＰだけではサプライチェーンとして機能しないという可能性があります

ので、食品産業事業者間の協力方針の取決めというものを締結しておく必要があるだろうとい

うことが１点でございます。 

 それから、物流ネットワークの在り方の検証、訓練や演習の実施、こういったことによりま

して、緊急時においてサプライチェーンが機能できるようにするといったことも平素からの取

組としてあるだろうというふうに考えております。 

 ３点目は家庭における食料備蓄の推進でございます。 

 それから、４点目が平素からの取組が推進されることを担保するために関係府省会合を開催

しフォローアップをしていくといったことでございます。 

 それから、いざ局地的・短期的事態が起きたときの対策というのが次の青いところでござい

ます。１点目は規格外品の出荷促進、それから包装容器の統一化、こういったものの要請によ

る円滑な流通の確保でございます。 

 ２点目が検疫や輸入手続きの迅速化。 

 ３点目が表示規制の弾力的な運用。 



 4 

 ４点目が食料の需給・価格動向など情報の収集・分析・提供でございます。あと国民生活安

定緊急措置法その他法令による価格流通の安定対策の実施。それから、地域のニーズや食事状

況の把握とともに、食品につきまして供給可能な事業者に関する情報の提供、こういったこと

も局地的・短期的事態が生じた際に必要なことだというふうに考えております。 

 一番下の全国的・中長期的事態でございます。こちらがもともとあります食料安全保障マニ

ュアルの見直しの事項でございます。国際的な枠組みの活用あるいは輸入の多角化、こういっ

たことによりまして食料の安定供給を確保していくという観点を付け加える必要があるだろう

ということが１点。 

 それから、食料の安定供給に影響を与えるさまざま不安要因、リスクの洗い出しをして、そ

れぞれについて検証していくということが必要だろうというのが２点目でございます。 

 ３点目は局地的・短期的事態と同様でございますが、関係府省会合を開催し取組をフォロー

アップしていくといったことが必要であるということでございます。 

 この資料１が見直しのポイントと言いますか概要でございます。 

 続きまして、資料２とそれから資料３がそれぞれ本文案でございます。これらにつきまして、

かいつまんで説明をさせていただきたいと存じます。順番が逆になって恐縮でございますけれ

ども、最初に資料３の局地的・短期的事態編につきまして、かいつまんで説明をさせていただ

きたいと存じます。 

 ページをお開きいただきまして６ページまで飛んでいただきたいと存じます。６ページにこ

の局地的・短期的事態編の策定の趣旨なり役割というものを整理しております。もともとの食

料安全保障マニュアルは全国的な事態というのを想定しているものでございますけれども、必

ずしも我が国全体の食料供給が不足しないまでも、食料が地域的に偏在し、または一時的に供

給がストップする事態が生ずる可能性があるといったことがこの指針をつくる趣旨でございま

す。 

 それから、２の役割の中に書いてございますが、その際に国の役割、それから食品産業事業

者の役割、それから③といたしまして消費者の役割といったこともここで整理をさせていただ

いております。 

 それからページをめくっていただきまして、８ページからが第２といたしまして平素からの

取組でございます。平素からの取組の具体的内容として、（１）がサプライチェーンの機能維

持のための取組として、事業者間の連携の促進でございます。 

 それから②が、９ページになりますが、物流ネットワークの在り方の検証でございます。こ
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こにつきましては先般の会議におきまして石田副大臣から、沖縄の地理的特性を生かした沖縄

の貢献といったご発言がございました。９ページの②の下から３行目に地理的条件等を勘案し

ながら複数県にまたがるバックアップ体制を構築といったことを記述させていただきまして、

石田副大臣のご意見を反映させていただいたつもりでございます。 

 それから、③が訓練・演習の実施でございます。決められた手順を時間内に間違いなく実施

できたかどうかを確認する訓練のほかに、さまざまな状況のシナリオを作成して次々に負荷を

かけながらシナリオを急転回させて意思決定を迫るといった演習でございます。この演習につ

きましてはアメリカが相当手法につきまして進んでおります。こういったことも日本におきま

して取り入れておく必要があるのかなということで書かせていただいております。先般の会議

におきましても経済産業省の柳澤副大臣、外務省の中野政務官からこういったことの御提案が

ございましたし、中野政務官からはこういったことで外務省も協力をしたいということをおっ

しゃっていただきましたので記述させていただきました。 

 ページをおめくりいただきまして、10ページに④として家庭備蓄の推進につきまして記述を

させていただきました。内閣府郡政務官、経済産業省柳澤副大臣から先般の会議で家庭備蓄の

話をいただいているところでございます。 

 別添に、恐縮でございますが、パンフレットを用意させていただいております。これは新型

インフルエンザに対しまして農林水産省で作成しました家庭備蓄のガイドでございます。これ

は新型インフルエンザに備えたものとして３年ほど前に作成したものでございます。２週間の

食料備蓄のほかに、そのうちの３日間はライフラインが停止している場合でもすぐに食べられ

るものをあわせて備蓄することが望ましいといった内容でございます。３年前に作成しました

このパンフレットは新型インフルエンザだけでございますので、こういったことのほかに様々

な事態に対応できるように拡充していく必要があるのかなというふうに思っております。それ

から、３年前に作成して以降に今般の震災・原発事故におきまして生じた事態も取り入れなが

ら見直していく必要があるのかなというふうに思っております。 

 それから、10ページの下のほうにございます（２）関係府省の役割でございます。外務省の

中野政務官から実効性の確保や検証が引き続き必要だという御意見をいただきましたので、こ

の段落につきまして記述をさせていただきました。関係府省の取組状況のフォローアップを引

き続きやっていく必要があるだろうといったことでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、12ページからが局地的・短期的事態における対策でござ

います。具体的には14ページ以降に記述をさせていただいたところでございます。14ページの
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（１）が円滑な流通の確保でございます。防衛省の渡辺副大臣から、コンビニにおける情報の

活用、それから経済産業省の柳澤副大臣から、産業構造審議会における民間の流通在庫情報の

把握といったご提案がございました。それを踏まえて記述をさせていただきました。具体的に

は（１）の下から２行目あたりに、市中における食料や日用雑貨等の在庫状況を政府が把握で

きる情報集約基盤というものを平時から整備をするといったことで記述をさせていただいたと

ころでございます。 

 それから（２）が検疫・輸入手続きの迅速化でございます。厚生労働省の辻副大臣から先般

輸入の円滑化につきまして、改めてより良い対応ができるように取り組んでいきたいといった

御発言をいただきました。これを踏まえまして、（２）の下から２行でございます。不足して

いる食料の輸入を円滑に行えるよう適宜人員配置を重点化するなど状況に応じた対応を図るこ

ととするといった記述をさせていただいたところでございます。 

 （３）が食品の表示規制の弾力的な運用、（４）が情報の収集・分析・提供、（５）が国民

生活安定緊急措置法による価格・流通の安定対策といったことで記述をさせていただいてござ

います。 

 16ページが地域のニーズに配慮した食料の供給といったことで、内閣府郡政務官から地域に

おける健康栄養状態に配慮する必要があるといったご意見いただきましたので、そういった記

述をさせていただきました。 

 以上が資料３の局地的・短期的事態編でございます。 

 それから、恐縮ですが、資料２に戻っていただきまして、現行の不測時の食料安全保障マニ

ュアルの今日的観点からの見直しでございます。これは現行のものに赤訂をする形で資料を整

理させていただいております。 

 最初に、タイトルを変えさせていただきたいということでございます。もともとマニュアル

というタイトルでございますが、御覧頂ければ一目瞭然でございますが、マニュアルというほ

ど細かい手順を記載したものではないものでございますので、今回は指針といったものにさせ

ていただきたいなというのが１点でございます。 

 それから、不測時という文言を緊急事態に変えてございます。これは不測時というのは言葉

の意味として想定外のといった意味を含んだものというふうに理解をしております。今般、想

定外のということはもはや言えないというのが今回の教訓であろうということで、ありとあら

ゆるものを想定しておく必要があるということで不測時のという文言はあえて緊急事態という

ふうにさせていただきたいといったことでございます。 
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 内容につきましてかいつまんで説明をさせていただきます。ページをおめくりいただきまし

て、10ページ、11ページをお開きいただければと思います。11ページの上のほうに赤字で、飼

料穀物の安定供給に資する港湾機能の確保であるとか、もうちょっと下に輸入の拠点となる港

湾ターミナルにつきまして、緊急事態等に対応した機能の確保に努めるといった記述をさせて

いただきました。これは先般の会議で国土交通省のほうからご意見をいただきましたのでこう

いった記述をさせていただいたところでございます。 

 それから、さらに輸入の安定化、多角化を図る観点から食料安全保障のための海外投資促進

に関する指針に基づき、海外農業投資に関する情報の収集、提供を実施するといった記述。 

 それから、11ページの下のほうに５として国際的な取組の推進ということで、我が国の貢献

として多用な農業の共存であるとか、そういった国際関連の記述をさせていただきました。こ

れは先般の会議で中野政務官のほうからこういったご意見をいただきましたので記述を加えさ

せていただきました。 

 ページをめくっていただきまして、12ページの国際的な取組としてＧ20であるとか、ＡＳＥ

ＡＮであるとか、それから今般の国際的な穀物価格の高騰に伴いまして、Ｇ20の迅速対応フォ

ーラムを開催しようかといった動きがございますけれども、そういったこともここに記述をさ

せていただきました。 

 それから、緊急時における対応として、東南アジア諸国連合及び協力３か国における緊急事

態のための備蓄制度につきましても、先般中野政務官からご意見をいただきましたので記述を

させていただいたところでございます。 

 あと、重複にもなりますが、６として関係府省会合における取組のフォローアップといった

ことも記述をさせていただいております。 

 それから、13ページが現行のマニュアルにおきましてレベル０、レベル１、レベル２といっ

たものを記述してあるところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、14ページにその続きと言いますか食料の安定供給につい

ての不安要因、リスクにつきまして記述をさせていただいているところでございます。レベル

０、１、２とありましても突然にこういった事態が生ずるということではなくて、さまざまな

要因が重なり合い、また進行してこういった事態が生ずるわけでございますので、あらかじめ

そういった不安要因、リスクを想定して整理をしておく必要があるだろうということでこうい

った記述をさせていただいたところでございます。これはイギリスにおきましてこういった取

組が進んでおりますので、イギリスの取組に倣ったといった形をとってございます。 
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 資料といたしまして、別添１に、まだこれは作成途上のものでございまして関係府省のご意

見を踏まえてより精緻なものにしてまいりたいと考えておりますけれども、食料の安全保障に

関するリスクの洗出しをして、それからそれぞれにつきまして影響評価、発生頻度、対応の重

要性、こういったものをリストアップして、それぞれそのときどきの状況に応じまして検証し

ていく必要があるだろうというふうに考えております。これにつきましては引き続きご相談を

させていただきたいと思っております。 

 あと、ページをおめくりいただきまして、24ページに国際的な枠組みの活用といたしまして、

先ほども申しました東南アジア諸国連合及び協力３か国による米備蓄の活用につきましてもこ

こに記述をさせていただいたところでございます。 

 それから、資料４に引き続き検討すべき事項といたしまして、先ほど申しましたリスクの洗

い出し、それから家庭用の備蓄のガイド、それから必要に応じた見直しの３点を記述させてい

ただきました。こういったことにつきましても引き続き検討していく必要があるだろうなとい

うふうに思っておりますので、こういった紙も用意させていただいたところでございます。 

 駆け足になりましたが、私からの説明は以上でございます。 

○佐々木農林水産副大臣 それでは、皆様で御議論頂きたいと思います。どなたからでも構い

ません。不測時の食料安全保障マニュアルの見直し案や緊急時の食料安全保障に関して引き続

き検討を行う事項等につきまして御意見をいただきたいと思います。どうぞ。郡政務官。 

○郡内閣府大臣政務官 お疲れさまでございます。郡でございます。後藤副大臣、また今回も

出張がございまして出席できませんけれども、代わりに出席をさせていただきまして発言をさ

せていただきます。 

 今回おまとめいただきました指針、非常時に政府が対応をとらねばならない方針の大枠を定

めるものというふうに理解をしているところですけれども、この指針が有効にワークしていく

ということについては、非常事態が生じたときに、だれが、何を、いつまでに行うのかといっ

たようなことを詳細に決めておく必要があるというふうに考えております。本指針の項目ごと

に担当する省庁がどこなのかということを整理するということと、それからまた、担当する省

庁が複数あった場合に、それぞれの担当範囲を整理しておく必要があるのではないだろうかと

いうふうに思っているところです。 

 例えば本体の指針の中の別紙１の３でありますけれども、それぞれの情報収集等のところに

ついても主語がございませんので、だれがやるのかということがはっきりしておりません。少

なくとも農林水産省、そして消費者庁が担当省庁であるというふうに認識をしておりますけれ
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ども、この主語がないために責任の所在が不明確になっているのではないかと思われます。こ

れらを整理した上で、担当範囲について非常時の行動計画を取りまとめた資料を、この指針と

は別に各省庁が作成しておくということを御提案申し上げたいと思います。それによってこの

指針が有効に動いていくのではないかというふうに考えているわけでございます。 

 以上の申し上げました対応方針につきまして、お集まりいただいております政務の皆様方の

ご意見をお聞きしたいということとともに、ご賛同いただけるようであれば、本部長でもあり

ます郡司農水大臣から農林水産省の事務方を通して各省庁に取りまとめの指示をしていただく

ようにお願いをしたいということを申し述べさせていただきたいと思います。 

○佐々木農林水産副大臣 今、郡政務官から御提案がございました。今回二つ皆様方に提案を

させていただいたわけでありますが、食料安全保障指針と、それから緊急時の対応ということ

の追加編と言いますか、この二つを提案をさせていただいたわけでありますが、もっと具体的

に進める、あるいはそれぞれの非常事態に対応できるということから、行動計画のようなもの

をちゃんと各省庁で作成しておくべきではないかという御提案をいただきました。皆さん方の

御意見をいただきたいというふうに思います。 

 今、郡政務官のほうからも御提案頂きましたが、もし賛同いただけるのであれば、各省庁に

その旨お願いを申し上げたいというふうに思いますが、そのように進めさせていただいてよろ

しいでしょうか。 

 はい。それでは、賛同いただきましたので、郡政務官は今被災地の現場でも御苦労頂いてお

りますので、そうしたことも踏まえての御提案だというふうに思います。そのように事務方か

ら改めて各府省に連絡をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

 ありがとうございます。 

 そのほか御意見をいただきたいと思います。それでは、奥田副大臣。 

○奥田国土交通副大臣 きょうはどうも会議の開催、ありがとうございます。国土交通省とし

ましても、先の東日本の震災を踏まえまして、物流という視点で、やはり物流のマッチングと

いう、本当に欲しいものが欲しい時に届かないということがあった反省を踏まえて、物流シス

テムを平時からしっかりと構築しておく、見直しておくということに取り組ませていただいて

おります。運輸局単位のブロック単位で協議会という形で流通、運輸、そして倉庫の事業者の

方々にどういう役割を担っていただけるか、あるいはどういうネットワークを構築できるかと

いうことを順次確認して、またそういった協議会を動かしているところでもあります。 
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 また、農林水産省との関連で言えば、飼料など、港湾を中心とした物流ということに液状化

や岸壁の損傷ということでやはり大きな給油支援の遅れというものがありましたので、運搬経

路の重複性リダンダンシーのことであるとか、あるいは自分のいつも使っている港湾が使えな

いときにどういった措置をとるかということをまた再点検、液状化の強化とともに再点検させ

ていただいているところでございます。これは農林水産省とも会議を共同で持たせていただい

ておりますので、また意見交換、御指導のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 あと一つ、いただいたマニュアルで、ちょっと初めて見たガイドなのでちょっと違和感があ

ったのですけれども。一番最初に、インフルエンザに備えたという文言がしっかりと入ってい

るのですけれども、もちろんそれに対した備えも必要なのでしょうけれども、このバンデミッ

クで予算がついてこういうパンフレットになったのかわかりませんけれども、やはりすべての

ことに共通することですので、こういったものこそ各省庁での知恵だとか、あるいはお伝えし

たいことがまとまったものとしてつくられることというのは今すぐできることではないかなと

いうふうに感じました。 

 以上です。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。 

 先日空港についても空港のネットワークみたいな御提言をしっかりいただきましたが、今改

めて港湾などについても同じような趣旨のご意見をいただいたというふうに思ってございます。

さらに全体を豊富化させていかなければならないというふうに思ってございます。ありがとう

ございます。 

 そのほかございますか。辻副大臣、お願いします。 

○辻厚生労働副大臣 厚生労働省でございます。今回農林水産省の皆さん方がリードしていた

だいて、これまでのマニュアルを見直されて、局地的・短期的事態編を追加し、緊急事態食料

安全保障指針として再編されたということ、大変敬意を表し、また賛意を表するところでござ

います。 

 厚生労働省といたしましては、今回東日本大震災や原子力発電所事故の教訓を将来に生かす

観点からマニュアルが見直されるわけでありますけれども、今後とも農林水産省はじめ、各関

係府省の皆さん方と連携をさせていただいて緊急時の食料供給の確保などに努めていきたいと、

このように考えております。 

 特に震災等の緊急事態に際しまして、今回取りまとめられました新たな緊急事態食料安全保

障指針に基づきまして、不足している食料の輸入を円滑に行うために、人員配置の重点化など
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により食品衛生法に基づく輸入手続きを迅速化するなど、状況に応じた適切な対応を図ってま

いりたいと、このように考えているところでございます。 

 今後とも御指導、御協力をお願い申し上げまして、意見表明とさせていただきます。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。石田副大臣。 

○石田内閣府副大臣 私は沖縄担当の副大臣をやらせていただいておりまして、先般申し上げ

ました地理的条件の面から言えば、沖縄は本土から比べると相当地理的に離れております。今、

那覇空港に物流拠点、台湾とか上海とかソウルとか、あるいはバンコク、あるいは国内におい

ては羽田、成田、関空等々、物流で一夜にして物流を交換すると、そういうふうな拠点を今つ

くっておりまして、それが沖縄の振興にも役立っているわけであります。そういったことを生

かしてやっていただくということを含めて今回の方針に取り入れていただいたことに敬意を表

します。 

 あわせて、佐々木副大臣のほうは北海道でありまして、沖縄とは相当気候条件も違うわけで

あります。そういう気候条件の違う中で、農産物を、例えば福島等々の場合に相当の期間農業

に従事することができないというふうなことがあるわけでありますね。そういったことを踏ま

えると、例えば沖縄のほうに来ていただいて沖縄のほうで受け入れて、被災者の就業の受入れ

とかそういったことも考えられます。また、未利用地の活用も含めた食料の増産とか、そうい

った支援も考えられるのではないかというふうに思っております。こちら、今拝見させていた

だいて、きちっとまとめていただいておりますので余り付け加えることはありませんけれども、

私のほうであえて言わせていただければ、そういった点を指摘させていただきたいというふう

に思っております。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。私は北海道ですけれども、北海道で相当被

災地の皆さん方を受入れと言いますか一時避難と言いますか。ただ、産業で受け入れる場合は

ちょっと難しくて、例えば農業いつでもどうぞというと、向こうの人からこっちへ入植させら

れるのではないかというような、現地のほうに被害意識が生まれたりするものですから、そこ

は一時避難という言い方で受入れをさせていただいたのですが。人的な受入れのためのネット

ワークも必要だというふうに思います。改めて検討させていただきたいと思います。 

 そのほか。どうぞ。それでは、神風政務官、お願いします。 

○神風防衛大臣政務官 すみません、きょうは渡辺副大臣が出席できないものですから、代わ

って出席をさせていただきました。 
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 今の佐々木副大臣のお話にも若干かかわるかと思うのですが、ちょうど３．１１の後、埼玉

のほうにもかなりの農家の方が被災をされて引っ越して来られました。そういう方からよくお

話を伺ったのは、ここで農業をやりたいと。ぜひ、なかなか福島のほうではもうできない現状

があるので、農業できないかというお話を伺いながら、なかなかそれを対応する窓口にしても、

その情報自体が県を含めて、市町村も含めてなかなか持っていないと、受入れ体制ができない

ということがありましたので、この局地的・短期的事態編のこの次の段階になるのかもしれま

せんが、そこら辺の情報収集みたいなことも体制として整備していただければありがたいなと

いう気がいたしております。 

 あと、こちらの緊急事態食料安全保障指針のほうで、これは以前別の会で太田課長のほうに

はお話をさせていただいたと思いますが、ちょうど11ページになるのでしょうか、海外農業投

資を促進するというのがございまして、前にも申し上げましたけれども、これは田中内閣のと

きにブラジルのほうでセラード開発というのをやって、大豆が相当増産をされて、それが日本

に今相当入っているという事実もございますし、あるいは日本の田牧一郎さんという方がアメ

リカへ行かれて田牧米というのを生産されて、それが相当国宝ローズに代わってアメリカ国内

でも消費をされているというお話も伺っておりますので。ぜひそういうことを積極的に農林水

産省としても進めていただきたいし、できればその事例みたいなものをここに挙げておいてい

ただけると、私もそれ以上のなかなか事例的なものを把握していないものですから、そういう

ものが教えていただければ非常にありがたいなと思いながらちょっと拝見をした次第でござい

ます。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。では、経済産業省。 

○豊永経済産業省商務流通審議官 柳澤副大臣に代わりまして代理で参加しております商務流

通審議官の豊永と申します。よろしくお願いします。 

 まず最初に、佐々木副大臣を中心にここまでおまとめいただきましたご苦労に感謝申し上げ、

敬意を表させていただきます。 

 前回の会合で柳澤副大臣何点かお願いしたところ、十分盛り込んでいただいたことに感謝申

し上げます。その上で、３点ほどその後の経過で変化がありましたので、ご報告させていただ

きます。 

 まず、緊急時における燃料の安定供給という面で燃料の備蓄強化等の法案を出しておりまし

たけれども、昨日の参議院本会議で無事に成立をいたしましたので、関係各位のご協力に感謝
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申し上げたいと思います。 

 ２点目でございますけれども、緊急時における流通における食料品その他生活必需品の在庫

情報等を収集するシステムについて、本年度から実証実験を行うということが着々と進んでお

ります。 

 ３点目には、実は佐々木副大臣に大変なご尽力いただきまして、柳澤副大臣、佐々木副大臣

の両副大臣名で、東日本大震災の被災地の被災地産品の販売促進、食料品をはじめとする被災

地産品の販売促進を流通業界、19団体に対しまして連名で呼びかけさせていただきました。こ

れは８月23日でございまして、これが効果を発揮することを願っております。 

 以上でございます。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございました。その後も積極的な取組をいただいており

まして、ありがとうございます。 

 そのほかございますか。それでは、外務省からお願いします。 

○大隅外務省経済局経済安全保障課長 外務省の経済局の経済安全保障課長の大隅でございま

す。きょうは山口副大臣、中野政務官とも所用で欠席させていただいておりますので、代理で

発言させていただきます。 

 今しがた事務方からのご報告でも何回も中野政務官が出席されたときの発言について言及し

ていただき、また取りまとめにおいてもそれを反映していただいて、我々としても感謝してお

ります。 

 第１回会合の中で政務官から緊急時の対応には国際的な広がりを持った観点からの検討が必

要と発言しておりますけれども、その意味で指針の中で国際的な取組の推進、枠組み活用につ

いてかなり丁寧な言及があるということで、それについては我々としても感謝しております。 

 今後、先ほどご説明されていましたように、食料の安定供給に影響を与える可能性のある不

安定要因、リスクについての整理、これは国際面のほうもございますし、また我が国単独での

食料危機ではなく、多国で同時に発生する場合等への対応等の検討についても協力させていた

だきたいと思います。その文脈で、フォローアップとしての訓練、演習等の実施についても協

力して、指針の必要に応じての見直しということについても貢献させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございました。 

 それぞれの府省でもその後も積極的な展開をいただいておりますことに感謝を申し上げたい
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というふうに思います。 

 そろそろ予定の時間がまいりましたが、そのほか何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、本日いただいた御意見を踏まえて適宜修正をさせていただきます。 

 今日もまた行動計画を各府省連携でつくってはどうかというご提言をいただいたり、あるい

は人的な受入れネットワーク体制の整備、あるいは海外展開などなど、貴重な意見をいただき

ました。先ほども申し上げましたが、修正した案文につきましては追って皆様に御確認頂きた

いというふうに思います。場合によっては改めてお集まりいただくのではなく、先ほど申し上

げたように、事務的に御確認をいただくというようなことも考えてございます。 

 本日は大変貴重な御意見を沢山頂きました。食料の安定供給については農林水産省と関係府

省が協力して取り組むということを改めて確認をさせていただきました。 

 今後も適宜関係府省会合を開催し、フォローアップや引き続き検討すべき課題について論議

してまいりたいと思いますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 本日はこれにて閉会とさせていただきます。 

 本日はまことにありがとうございます。 

午前１１時１５分 閉会 


